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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）による無線通信の方法であって、
　１または複数の非サービス提供セルと比較して、１または複数の基準信号について、よ
り弱い受信信号強度を有するサービス提供セルに接続することと、
　システム・タイミングを推定することと、ここで、前記推定されるシステム・タイミン
グは、少なくとも、前記１または複数の非サービス提供セルのタイミングから導出される
、
　前記サービス提供セルと、前記１または複数の非サービス提供セルのうちの少なくとも
１つとを含んでいる複数のセルについて、前記推定されたシステム・タイミングに対する
タイミング・オフセットを決定することと、
　前記タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーショ
ン・ウィンドウを用いて、前記複数のセルから受信した信号を処理することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記タイミングを前記推定することは、セル特有の基準信号、一次同期信号、二次同期
信号、またはサイクリック・プレフィクスのうちの少なくとも１つを備える、受信した信
号を用いて実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信した信号は、特定のセルから受信した信号を備える、請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記特定のセルは、１または複数の基準信号について、最も強い受信信号強度を持つセ
ルを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記受信した信号は、複数のセルからの信号の組み合わせを備える、請求項２に記載の
方法。
【請求項６】
　無線通信のための装置であって、
　１または複数の非サービス提供セルと比較して、１または複数の基準信号について、よ
り弱い受信信号強度を有するサービス提供セルに接続する手段と、
　システム・タイミングを推定する手段と、ここで、前記推定されるシステム・タイミン
グは、少なくとも、前記１または複数の非サービス提供セルのタイミングから導出される
、
　前記サービス提供セルと、前記１または複数の非サービス提供セルのうちの少なくとも
１つとを含んでいる複数のセルについて、前記推定されたシステム・タイミングに対する
タイミング・オフセットを決定する手段と、
　前記タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーショ
ン・ウィンドウを用いて、前記複数のセルから受信した信号を処理する手段と、
　を備える装置。
【請求項７】
　前記推定する手段は、セル特有の基準信号、一次同期信号、二次同期信号、またはサイ
クリック・プレフィクスのうちの少なくとも１つを備える、受信した信号を利用する、請
求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記受信した信号は、特定のセルから受信した信号を備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記特定のセルは、１または複数の基準信号について、最も強い受信信号強度を持つセ
ルを備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記受信した信号は、複数のセルからの信号の組み合わせを備える、請求項７に記載の
装置。
【請求項１１】
　無線通信のための装置であって、
　　１または複数の非サービス提供セルと比較して、１または複数の基準信号について、
より弱い受信信号強度を有するサービス提供セルに接続し、
　　システム・タイミングを推定し、ここで、前記推定されるシステム・タイミングは、
少なくとも、前記１または複数の非サービス提供セルのタイミングから導出される、
　　前記サービス提供セルと、前記１または複数の非サービス提供セルのうちの少なくと
も１つとを含んでいる複数のセルについて、前記推定されたシステム・タイミングに対す
るタイミング・オフセットを決定し、
　　前記タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーシ
ョン・ウィンドウを用いて、前記複数のセルから受信した信号を処理する、
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと、
　を備える装置。
【請求項１２】
　コンピユータに請求項１乃至５のうちの１つの請求項に記載の方法を実施させるための
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
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【０００１】
　本特許出願は、本特許出願の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって明確に
組み込まれ２００９年１１月１９に出願された「無線ネットワークにおける、セル毎のタ
イミングおよび／または周波数の獲得、ならびにチャネル推定におけるこれらの使用」（
PER-CELL TIMING AND/OR FREQUENCY ACQUISITION AND THEIR USE ON CHANNEL ESTIMATION
 IN WIRELESS NETWORKS）と題された米国仮特許出願６１／２６２，９１１号の優先権を
主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に、通信システムに関し、さらに詳しくは、無線ネットワークにおける
チャネル推定のために、セル毎のタイミング獲得、セル毎の周波数獲得、またはこれらの
組み合わせを利用することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、例えば電話技術、ビデオ、データ、メッセージング、およびブロ
ードキャストのようなさまざまな通信サービスを提供するように広く開発された。一般に
、無線通信システムは、利用可能なシステム・リソース（例えば、帯域幅、送信電力）を
共有することにより、複数のユーザとの通信をサポートすることができる多元接続技術を
適用しうる。このような多元接続技術の例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、
時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交
周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングル・キャリア周波数分割多元接続（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同時符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）シ
ステムを含む。
【０００４】
　これらの多元接続技術は、異種の無線デバイスが、市レベル、国レベル、地方レベル、
あるいは地球レベルでさえも通信することを可能にする共通のプロトコルを提供するため
に、さまざまな通信規格に採用されている。新興の通信規格の一例は、ロング・ターム・
イボリューション（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、第３世代パートナシップ計
画（３ＧＰＰ（登録商標））によって公布されたユニバーサル・モバイル通信システム（
ＵＭＴＳ）モバイル規格に対する強化のセットである。これは、スペクトル効率を改善す
ることによってモバイル・ブロードバンド・インターネット・アクセスを良好にサポート
し、コストを低減し、サービスを改善し、新たなスペクトルを活用し、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）においてＯＦＤＭＡを、アップリンク（ＵＬ）においてＳＣ－ＦＤＭＡを、および、
複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を用いて他のオープンな規格と良好に統合す
るように設計されている。しかしながら、モバイル・ブロードバンド・アクセスに対する
需要が増加し続けているので、ＬＴＥ技術におけるさらなる改良の必要性が存在する。好
適には、これらの改善は、これらの技術を適用するその他の多元接続技術および通信規格
に適用可能であるべきである。
【発明の概要】
【０００５】
　いくつかのシナリオでは、ＵＥは、最も強い近隣セルの代わりに、弱いセルに接続する
必要がありうる。例えば、これは、セルを拡張している間、または、最も強いセルがクロ
ーズ加入者グループ（ＣＳＧ）セルでありうるところで生じうる。このようなシナリオで
は、ＵＥが、より弱いサービス提供セルの代わりに、より強いセルのタイミング、キャリ
ア周波数、またはこれら両方をトラックすることが有益でありうる。ＵＥが、単一のタイ
ミング（サービス提供セルのタイミング、強い干渉元のタイミング、または合成タイミン
グ）をトラックすると、通常、ＵＥがトラックするタイミングと、ＵＥがモニタしたい各
セルのタイミングとの間にギャップが存在する。
【０００６】
　本開示の態様では、システム・タイミングを推定することと、ここで、推定されるシス



(4) JP 6456988 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

テム・タイミングは、１または複数のセルのタイミングから導出される、複数のセルにつ
いて、推定されたシステム・タイミングに対するタイミング・オフセットを決定すること
と、タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーション
・ウィンドウを用いて、複数のセルから受信した信号を処理することと、を一般に含む、
無線通信のための方法、装置、およびコンピュータ・プログラム製品が提供される。
【０００７】
　本開示の態様では、キャリア周波数を推定することと、ここで、推定される周波数は、
１または複数のセルの周波数から導出される、複数のセルについて、推定されたキャリア
周波数に対する周波数オフセットを決定することと、周波数オフセットのうちの１または
複数に基づいて、複数のセルから受信した信号を処理することと、を一般に含む、無線通
信のための方法、装置、およびコンピュータ・プログラム製品が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、処理システムを適用する装置のためのハードウェア実装の例を例示する
概念図である。
【図２】図２は、ネットワーク・アーキテクチャの例を例示する概念図である。
【図３】図３は、アクセス・ネットワークの例を例示する概念図である。
【図４】図４は、アクセス・ネットワークにおいて使用するためのフレーム構造の例を例
示する概念図である。
【図５】図５は、ユーザ・プレーンおよび制御プレーンのためのラジオ・プロトコル・ア
ーキテクチャの例を例示する概念図である。
【図６】図６は、アクセス・ネットワークにおけるｅノードＢとＵＥとの例を例示する概
念図である。
【図７】図７は、複数のｅノードＢから信号を受信するＵＥを例示する概念図である。
【図８】図８は、無線通信の方法のフロー・チャートである。
【図９】図９は、無線通信の方法の別のフロー・チャートである。
【図１０】図１０は、典型的な装置の機能を例示する概念ブロック図である。
【図１１】図１１は、無線通信の方法のフロー・チャートである。
【図１２】図１２は、無線通信の方法の別のフロー・チャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　添付図面とともに以下に説明する詳細説明は、さまざまな構成の説明として意図されて
おり、本明細書に記載された概念が実現される唯一の構成を示すことは意図されていない
。この詳細説明は、さまざまな概念の十分な理解を提供することを目的とした具体的な詳
細を含んでいる。しかしながら、これらの概念は、これら具体的な詳細無しで実現されう
ることが当業者に明らかになるであろう。いくつかの事例では、周知の構成および構成要
素は、このような概念を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示されている
。
【００１０】
　通信システムのいくつかの態様が、さまざまな装置および方法に対する参照を用いて表
されうる。これら装置および方法は、さまざまなブロック、モジュール、構成要素、回路
、ステップ、処理、アルゴリズム等（集合的に「要素」と称される）によって、以下の詳
細説明に記述されており、添付図面に例示される。これらの要素は、電子ハードウェア、
コンピュータ・ソフトウェア、またはこれら任意の組み合わせを用いて実現されうる。こ
れら要素がハードウェアとしてまたはソフトウェアとして実現されるかは、特定のアプリ
ケーションおよびシステム全体に課せられている設計制約に依存する。
【００１１】
　例として、要素、要素の任意の部分、または、要素の任意の組み合わせは、１または複
数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実現されうる。プロセッサの例は、マイ
クロ・プロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、フィー
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ルド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（Ｐ
ＬＤ）、順序回路、ゲート・ロジック、ディスクリート・ハードウェア回路、およびこの
開示の全体にわたって記載されたさまざまな機能を実行するように構成されたその他の適
切なハードウェアを含んでいる。処理システムにおける１または複数のプロセッサは、ソ
フトウェアを実行しうる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェ
ア、マイクロコード、ハードウェア記述言語、またはその他で称されるに関わらず、命令
群、命令群セット、コード、コード・セグメント、プログラム・コード、プログラム、サ
ブプログラム、ソフトウェア・モジュール、アプリケーション、ソフトウェア・アプリケ
ーション、パッケージ・ソフト、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行形式、実
行スレッド、手順、機能等を意味するように広く解釈されるものとする。ソフトウェアは
、コンピュータ読取可能な媒体上に存在しうる。コンピュータ読取可能な媒体は、例によ
れば、磁気記憶デバイス（例えばハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁
気ストリップ等）、光ディスク（例えば、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、デジタル多用
途ディスク（ＤＶＤ）等）、スマート・カード、フラッシュ・メモリ・デバイス（例えば
、カード、スティック、キー・ドライブ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読
取専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰ
ＲＯＭ）、電子的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、レジスタ、リムーバ
ブル・ディスク、搬送波、伝送路、および、ソフトウェアの格納または送信のために適切
なその他任意の媒体を含みうる。コンピュータ読取可能な媒体は、処理システムの内部に
存在しうるか、処理システムの外部に存在するか、処理システムを含む複数のエンティテ
ィにわたって分散されうる。コンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ・プログラム
製品内に組み込まれうる。例によれば、コンピュータ・プログラム製品は、パッケージン
グ・マテリアル内にコンピュータ読取可能な媒体を含みうる。当業者であれば、システム
全体に課せられる全体的な設計制約および特定のアプリケーションに依存して、本開示の
全体にわたって示されている機能を、どうやって最良に実施するかを認識するだろう。
【００１２】
　図１は、処理システム１１４を適用する装置１００のためのハードウェア実装の例を例
示する概念図である。この例では、処理システム１１４は、一般にバス１０２によって表
されているバス・アーキテクチャを用いて実現されうる。バス１０２は、全体的な設計制
約および処理システム１１４の特定のアプリケーションに依存して、任意の数の相互接続
バスおよびブリッジを含みうる。バス１０２は、一般にプロセッサ１０４によって表され
る１または複数のプロセッサと、一般にコンピュータ読取可能な媒体１０６によって表さ
れるコンピュータ読取可能な媒体を含むさまざまな回路を共に接続する。バス１０２はさ
らに、例えば、タイミング・ソース、周辺機器、電圧制御装置、および電力管理回路のよ
うなその他さまざまな回路をリンクしうる。これらは、当該技術分野で良く知られている
ので、さらなる説明はしない。バス・インタフェース１０８は、バス１０２とトランシー
バ１１０との間にインタフェースを提供する。トランシーバ１１０は、送信媒体を介して
その他さまざまな装置と通信するための手段を提供する。装置の性質によって、ユーザ・
インタフェース１１２（例えば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン
、ジョイスティック）も提供されうる。
【００１３】
　プロセッサ１０４は、バス１０２の管理、および、コンピュータ読取可能な媒体１０６
に格納されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロ
セッサ１０４によって実行された場合、処理システム１１４に対して、特定の装置のため
に記載されたさまざまな機能を実行させる。コンピュータ読取可能な媒体１０６はまた、
ソフトウェアが実行されている場合に、プロセッサ１０４によって操作されるデータを格
納するためにも使用されうる。
【００１４】
　さまざまな装置を適用するテレコミュニケーション・システムの一例が、図２に示され
るようなＬＴＥネットワーク・アーキテクチャに関して示されるだろう。ＬＴＥネットワ
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ーク・アーキテクチャ２００は、コア・ネットワーク２０２およびアクセス・ネットワー
ク２０４を用いて示される。この例において、コア・ネットワーク２０２は、アクセス・
ネットワーク２０４にパケット交換サービスを提供する。しかしながら、当業者であれば
容易に理解するように、この開示によって示されるさまざまな概念は、回路交換サービス
を提供するコア・ネットワークに拡張されうる。
【００１５】
　ＬＴＥアプリケーションにおいて通常イボルブド・ノードＢとして称されるが、当業者
によって、基地局、基地トランシーバ局、ラジオ基地局、ラジオ・トランシーバ、トラン
シーバ機能、基本サービス・セット（ＢＳＳ）、拡張サービス・セット（ＥＳＳ）、また
はその他いくつかの適切な用語としても称されうる単一の装置２１２を用いて、アクセス
・ネットワーク２０４が示されている。ｅノードＢ２１２は、モバイル装置２１４のため
に、コア・ネットワーク２０２へのアクセス・ポイントを提供する。モバイル装置の例は
、セルラ電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップトッ
プ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地球測位システム、マルチメディア・デバ
イス、ビデオ・デバイス、デジタル・オーディオ・プレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ）
、カメラ、ゲーム機、またはその他類似の機能デバイスを含んでいる。モバイル装置２１
４は、ＬＴＥアプリケーションにおいて通常、ユーザ機器（ＵＥ）として称されるが、当
業者によって、移動局、加入者局、モバイル・ユニット、加入者ユニット、無線ユニット
、遠隔ユニット、モバイル・デバイス、無線デバイス、無線通信デバイス、遠隔デバイス
、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、無線端末、遠隔端末、ハンドセット
、ユーザ・エージェント、モバイル・クライアント、クライアント、またはその他いくつ
かの適切な用語で称されうる。
【００１６】
　コア・ネットワーク２０２は、パケット・データ・ノード（ＰＤＮ）ゲートウェイ２０
８およびサービス提供ゲートウェイ２１０を含むいくつかの装置で示される。ＰＤＮゲー
トウェイ２０８は、パケット・ベース・ネットワーク２０６へのアクセス・ネットワーク
２０４のための接続を提供する。この例において、パケット・ベース・ネットワーク２０
６はインターネットである。しかし、本開示の全体にわたって示された概念は、インター
ネット・アプリケーションに限定されない。ＰＤＮゲートウェイ２０８の主要な機能は、
ＵＥ２１４に、ネットワーク接続を提供することである。データ・パケットは、サービス
提供ゲートウェイ２１０を介して、ＰＤＮゲートウェイ２０８とＵＥ　２１４の間で転送
される。サービス提供ゲートウェイ２１０は、ＵＥ２１４がアクセス・ネットワーク２０
４内を移動すると、ローカル・モビリティ・アンカとして動作する。
【００１７】
　ＬＴＥネットワーク・アーキテクチャにおけるアクセス・ネットワークの例が、図３を
参照して示される。この例では、アクセス・ネットワーク３００は、多くのセルラ領域（
セル）３０２に分割される。ｅノードＢ３０４は、セル３０２に割り当てられ、セル３０
２内のすべてのＵＥ３０６のためにコア・ネットワーク２０２（図２参照）へのアクセス
・ポイントを提供するように構成されている。アクセス・ネットワーク３００のこの例で
は、中央コントローラは存在しないが、別の構成では、中央コントローラが使用されうる
。ｅノード３０４は、ラジオ・ベアラ制御、許可制御、モビリティ制御、スケジューリン
グ、セキュリティ、および、（図２に示す）コア・ネットワーク２０２内のサービス提供
ゲートウェイ２１０への接続を含むすべてのラジオ関連機能を担当する。
【００１８】
　アクセス・ネットワーク３００によって適用された変調および多元接続スキームは、展
開されている特定の通信規格に依存して変わりうる。ＬＴＥアプリケーションでは、周波
数分割デュプレクス（ＦＤＤ）と時分割デュプレクス（ＴＤＤ）との両方をサポートする
ために、ＤＬでＯＦＤＭが使用され、ＵＬでＳＣ－ＦＤＭＡが使用される。当業者であれ
ば、以下の詳細記載から容易に認識するように、ここで示されたさまざまな概念が、ＬＴ
Ｅアプリケーションにも同様に適合することを認識するであろう。しかしながら、これら
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の概念は、その他の変調技術および多元接続技術を適用するその他の通信規格へ容易に拡
張されうる。例によれば、これらの概念は、イボリューション・データ・オプティマイズ
ド（ＥＶ－ＤＯ）またはウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）へ拡張されうる
。ＥＶ－ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリの一部として第３世代パー
トナシップ計画２（３ＧＰＰ２）によって公布されたエア・インタフェース規格であり、
移動局へのブロードバンド・インターネット・アクセスを提供するためにＣＤＭＡを適用
する。これらの概念は、例えばＴＤ－ＳＣＤＭＡのように、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭ
Ａ（登録商標））およびＣＤＭＡのその他の派生を適用するユニバーサル地上ラジオ・ア
クセス（ＵＴＲＡ）、ＴＤＭＡを適用するグローバル移動体通信（ＧＳＭ（登録商標））
、および、ＯＦＤＭＡを適用するイボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ・モバ
イル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））
、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ　８０２．２０、およ
びフラッシュＯＦＤＭ、に拡張されうる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、
およびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵ
ＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの文書に記載されている。適用されている実際の無線通信規
格および多元接続技術は、特定のアプリケーションと、システムに課せられている全体的
な設計制約とに依存するであろう。
【００１９】
　ｅノードＢ３０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有しうる。ＭＩＭ
Ｏ技術を使用することにより、ｅノードＢ３０４は、空間多重化、ビームフォーミング、
および送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用できるようになる。
【００２０】
　空間多重化は、同じ周波数で、異なるデータ・ストリームを同時に送信するために使用
されうる。データ・ストリームは、データ・レートを高めるために単一のＵＥ３０６へ、
全体的なシステム容量を高めるために複数のＵＥ３０６へ、送信されうる。これは、各デ
ータ・ストリームを空間的にプリコードし、空間的にプリコードされた各ストリームを、
ダウンリンクで、異なる送信アンテナを介して送信することによって達成される。この空
間的にプリコードされたデータ・ストリームは、異なる空間シグニチャを持つＵＥ（単数
または複数）３０６に到着する。これによって、ＵＥ（単数または複数）３０６のおのお
のは、ＵＥ３０６のために指定された１または複数のデータ・ストリームを復元できるよ
うになる。アップリンクでは、おのおののＵＥ３０６が、空間的にプリコードされたデー
タ・ストリームを送信する。これによって、ｅノードＢ３０４は、空間的にプリコードさ
れた各データ・ストリームのソースを識別できるようになる。
【００２１】
　チャネル条件が良好な場合、空間多重化が一般に使用される。チャネル条件がさほど好
ましくない場合、送信エネルギを１または複数の方向に集中させるためにビームフォーミ
ングが使用されうる。これは、複数のアンテナを介した送信のために、データを空間的に
プリコードすることによって達成されうる。セルの端部において良好な有効通信範囲を達
成するために、単一ストリーム・ビームフォーミング送信が、送信ダイバーシティと組み
合わされて使用されうる。
【００２２】
　以下に続く詳細説明では、アクセス・ネットワークのさまざまな態様が、ダウンリンク
でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムに関して記述されるだろう。ＯＦＤＭは、Ｏ
ＦＤＭシンボル内の多くのサブキャリアにおいてデータを変調する拡散スペクトル技術で
ある。サブキャリアは、正確な周波数で、間隔を置かれている。この間隔は、受信機が、
サブキャリアからデータを受信することを可能にする「直交性」を提供する。時間領域で
は、ＯＦＤＭ間シンボル干渉と格闘するために、各ＯＦＤＭシンボルにガード間隔（例え
ば、サイクリック・プレフィクス）が追加されうる。アップリンクは、高いピーク対平均
電力比（ＰＡＲＲ）を補償するために、ＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態でＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用しうる。
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【００２３】
　ＤＬ送信とＵＬ送信とをサポートするために、さまざまなフレーム構造が使用されうる
。ＤＬフレーム構造の例が、図４を参照して示される。しかしながら、当業者が容易に認
識するように、どの特定のアプリケーションのフレーム構造も、任意の数の要因に依存し
て異なりうる。この例では、フレーム（１０ミリ秒）が、１０の等しいサイズのサブフレ
ームに分割される。おのおののサブフレームは、２つの連続する時間スロットを含んでい
る。
【００２４】
　おのおのがリソース・ブロックを含む２つの時間スロットを表すために、リソース・グ
リッドが使用されうる。リソース・グリッドは、複数のリソース要素に分割される。ＬＴ
Ｅでは、リソース・ブロックは、おのおののＯＦＤＭシンボルにおける通常のサイクリッ
ク・プレフィクスについて、周波数領域において１２の連続するサブキャリアを、時間領
域において７つの連続するＯＦＤＭシンボルを、すなわち、８４のリソース要素を含んで
いる。各リソース要素によって伝送されるビット数は、変調スキームに依存する。したが
って、ＵＥが受信するリソース・ブロックが増え、変調スキームが高くなると、ＵＥのた
めのデータ・レートが高くなる。
【００２５】
　ラジオ・プロトコル・アーキテクチャは、特定のアプリケーションに依存してさまざま
な形態をとりうる。ＬＴＥシステムに関する例が、図５を参照して示される。図５は、ユ
ーザ・プレーンおよび制御プレーンのためのラジオ・プロトコル・アーキテクチャの例を
例示する概念図である。
【００２６】
　図５に移って、ＵＥおよびｅノードＢのためのラジオ・プロトコル・アーキテクチャが
、３つのレイヤ、すなわち、レイヤ１、レイヤ２、およびレイヤ３を用いて示される。レ
イヤ１は、最下部レイヤであり、さまざまな物理レイヤ信号処理機能を実施する。レイヤ
１は、本明細書では物理レイヤ５０６と称されるだろう。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）５０８
は、物理レイヤ５０６の上にあり、物理レイヤ５０６上におけるＵＥとｅノードＢとの間
のリンクを担当する。
【００２７】
　ユーザ・プレーンでは、Ｌ２レイヤ５０８は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ
５１０と、ラジオ・リンク制御（ＲＬＣ）サブレイヤ５１２と、パケット・データ収束プ
ロトコル（ＰＤＣＰ）サブレイヤ５１４とを含む。これらは、ネットワーク側におけるｅ
ノードＢにおいて終了する。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側におけるＰＤ
Ｎゲートウェイ２０８（図２参照）で終了するネットワーク・レイヤ（例えば、ＩＰレイ
ヤ）を含む、Ｌ２レイヤ５０８上のいくつかの上部レイヤと、（例えば、遠くのエンドＵ
Ｅ、サーバ等のような）接続の他端において終了するアプリケーション・レイヤとを有し
うる。
【００２８】
　ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なるラジオ・ベアラと論理チャネルとの間の多重化を
提供する。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、ラジオ送信オーバヘッドを低減するための
上部レイヤ・データ・パケットのヘッダ圧縮、データ・パケットを暗号化することによる
セキュリティ、および、ＵＥのｅノードＢ間のハンドオーバ・サポートを提供する。ＲＬ
Ｃサブレイヤ５１２は、上部レイヤ・データ・パケットのセグメント化および再アセンブ
ル、喪失したデータ・パケットの再送信、および、ハイブリッド自動反復要求（ＨＡＲＱ
）による順不同な受信を補償するためのデータ・パケットの並べ替えを提供する。ＭＡＣ
サブレイヤ５１０は、論理チャネルと伝送チャネルとの間の多重化を提供する。ＭＡＣサ
ブレイヤ５１０はまた、１つのセル内のさまざまなラジオ・リソース（例えば、リソース
・ブロック）を、ＵＥ間に割り当てることをも担当する。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた
、ＨＡＲＱ動作をも担当する。
【００２９】
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　制御プレーンでは、ＵＥおよびｅノードＢのためのラジオ・プロトコル・アーキテクチ
ャは、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能が無いことを除いて、物理レイヤ５０６およ
びＬ２レイヤ５０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３にラジ
オ・リソース制御（ＲＲＣ）サブレイヤ５１６を含んでいる。ＲＲＣサブレイヤ５１６は
、ラジオ・リソース（すなわち、ラジオ・ベアラ）を取得することと、ｅノードＢとＵＥ
との間のＲＲＣシグナリングを用いて下部レイヤを設定することと、を担当する。
【００３０】
　図６は、アクセス・ネットワークにおいてＵＥと通信しているｅノードＢのブロック図
である。ＤＬでは、コア・ネットワークからの上部レイヤ・パケットが、送信（ＴＸ）プ
ロセッサ６１４へ提供される。ＴＸ　Ｌ２プロセッサ６１４は、図５に関して以前に記述
されたＬ２レイヤの機能を実現する。より具体的には、ＴＸ　Ｌ２プロセッサ６１４は、
上部レイヤ・パケットのヘッダを圧縮し、パケットを暗号化し、暗号化されたパケットを
セグメント化し、セグメント化されたパケットを並べ替え、論理チャネルと伝送チャネル
との間でデータ・パケットを多重化し、さまざまな優先度判定基準に基づいてＵＥ３５０
へラジオ・リソースを割り当てる。さらに、ＴＸ　Ｌ２プロセッサ６１４はまた、ＴＸラ
ジオ・リソース・コントローラ６１２からの制御に基づいて、ＨＡＲＱ動作、喪失パケッ
トの再送信、およびＵＥ６５０へのシグナリングをも担当する。
【００３１】
　ＴＸデータ・プロセッサ６１６は、物理レイヤのためのさまざまな信号処理機能を実施
する。この信号処理機能は、ＵＥ６５０におけるフォワード誤り訂正（ＦＥＣ）を容易に
するための符号化およびインタリービング、および、さまざまな変調スキーム（例えば、
バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング（ＢＰＳＫ）、直交フェーズ・シフト・キーイ
ング（ＱＰＳＫ）、Ｍフェーズ・シフト・キーイング（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ直交振幅変調（
Ｍ－ＱＡＭ））に基づく信号コンステレーションへのマッピング、を含む。符号化および
変調されたシンボルは、その後、並行なストリームへ分割される。おのおののストリーム
はその後、ＯＦＤＭサブキャリアへマップされ、時間領域および／または周波数領域にお
いて基準信号（例えば、パイロット）とともに多重化され、その後、逆高速フーリエ変換
（ＩＦＦＴ）を用いてともに結合されることにより、時間領域ＯＦＤＭシンボル・ストリ
ームを伝送する物理チャネルが生成される。このＯＦＤＭストリームは、空間的にプリコ
ードされ、複数の空間ストリームが生成される。チャネル推定器６７４からのチャンネル
推定値は、空間処理のためのみならず、符号化および変調スキームを決定するためにも使
用されうる。チャネル推定値は、ＵＥ６５０によって送信されたチャネル条件フィードバ
ックおよび／または基準信号から導出されうる。おのおのの空間ストリームはその後、個
別の送信機６１８ＴＸを介して別々のアンテナ６２０へ提供される。おのおのの送信機６
１８ＴＸは、送信のために、それぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調する
。
【００３２】
　ＵＥ６５０では、おのおのの受信機６５４ＲＸが、それぞれのアンテナ６５２を介して
信号を受信する。おのおのの受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリアへ変調された情報を復元
し、この情報を、受信機（ＲＸ）データ・プロセッサ６５６へ提供する。
【００３３】
　ＲＸデータ・プロセッサ６５６は、物理レイヤのさまざまな信号処理機能を実施する。
ＲＸプロセッサ６５６は、この情報に対して空間処理を実行し、ＵＥ６５０に向けられた
空間ストリームを復元する。複数の空間ストリームが、ＵＥ６５０に向けられている場合
、これらは、ＲＸデータ・プロセッサ６５６によって、単一のＯＦＤＭシンボル・ストリ
ームへ組み合されうる。ＲＸデータ・プロセッサ６５６は、その後、高速フーリエ変換（
ＦＦＴ）を用いて、ＯＦＤＭシンボル・ストリームを、時間領域から周波数領域へ変換す
る。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のおのおののサブキャリアの個別のＯＦＤＭシンボ
ル・ストリームを備える。おのおののサブキャリアにおけるシンボル、および基準信号は
、ｅノードＢ６１０によって送信された最も可能性の高いコンステレーション・ポイント
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を判定することによって復元および復調される。これら軟判定は、チャネル推定器６５８
によって計算されたチャネル推定値に基づきうる。これら軟判定はその後、復号およびデ
インタリーブされ、物理チャネル上でｅノードＢ６１０によって送信されたオリジナルの
データおよび制御信号が復元される。データおよび制御信号はその後、ＲＸ　Ｌ２プロセ
ッサ６６０へ提供される。
【００３４】
　ＲＸ　Ｌ２プロセッサ６６０は、図５に関して以前に記述されたＬ２レイヤの機能を実
施する。さらに詳しくは、ＲＸ　Ｌ２プロセッサ６６０は、伝送チャネルと論理チャネル
との間での逆多重化を提供し、データ・パケットを上部レイヤ・パケットへ再アセンブル
し、上部レイヤ・パケットを解読し、ヘッダを伸長し、制御信号を処理する。Ｌ２レイヤ
上のすべてのプロトコル・レイヤを表す上部レイヤ・パケットは、その後、データ・シン
ク６６２へ提供される。ＲＸ　Ｌ２プロセッサ６６０はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートす
るためにアクノレッジメント（ＡＣＫ）および／または否定的アクノレッジメント（ＮＡ
ＣＫ）プロトコルを用いて、誤り検出を担当する。制御信号は、ＲＸラジオ・リソース・
コントローラ６６１に提供される。
【００３５】
　ＵＬでは、送信（ＴＸ）Ｌ２プロセッサ６６４へデータ・パケットを提供するために、
データ・ソース６６７が使用される。データ・ソース６６７は、Ｌ２レイヤ（Ｌ２）上の
すべてのプロトコル・レイヤを表す。ｅノードＢ６１０によるＤＬ送信に関して記載され
た機能に類似して、ＴＸ　Ｌ２プロセッサ６６４は、ユーザ・プレーンおよび制御プレー
ンのためにＬ２レイヤを実施する。後者は、ＴＸラジオ・リソース・コントローラ６６５
に応じている。ＴＸデータ・プロセッサ６６８は、物理レイヤを実現する。ｅノードＢ６
１０によって送信されたフィードバックまたは基準信号から、チャネル推定器６５８によ
って導出されたチャネル推定値が、適切な符号化スキームおよび変調スキームを選択する
ために、および、空間処理を容易にするために、ＴＸデータ・プロセッサ６６８によって
使用されうる。ＴＸデータ・プロセッサ６６８によって生成された空間ストリームは、個
別の送信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に提供される。おのおのの送信機６
５４ＴＸは、送信のために、それぞれの空間ストリームを用いてＲＦキャリアを変調する
。
【００３６】
　ＵＬ送信は、ＵＥ６５０における受信機機能に関して記載されたものと類似した方式で
、ｅノードＢ６１０において処理される。おのおのの受信機６１８ＲＸは、それぞれのア
ンテナ６２０を介して信号を受信する。おのおのの受信機６１８ＲＸは、ＲＦキャリアへ
変調された情報を復元し、この情報を、ＲＸデータ・プロセッサ６７０へ提供する。ＲＸ
データ・プロセッサ６７０は、物理レイヤを実現し、ＲＸ　Ｌ２プロセッサ６７２は、Ｌ
２レイヤを実現する。ＲＸ　Ｌ２プロセッサからの上部レイヤ・パケットは、コア・ネッ
トワークに提供され、ＲＸラジオ・リソース・コントローラ６７６へ制御信号が提供され
うる。
【００３７】
　図７は、複数のｅノードＢ７０２、７０４、７０６から信号を受信するＵＥ７０８を例
示する概念図である。いくつかのシナリオでは、ＵＥは最も強いセルの代わりに、より弱
いセルへ接続する必要がありうる。例として、範囲拡張のために、セルの送信電力が、最
も強いセルよりも低い場合であっても、ＵＥを、小さなパス・ロスのより弱いセルに関連
付けることが有益でありうる。さらに、最も強いセルは、クローズド加入者グループ（Ｃ
ＳＧ）セルでありうるので、ＵＥにアクセス可能ではないかもしれない。
【００３８】
　このようなシナリオでは、ＵＥが、より弱いサービス提供セルの代わりに、より強いセ
ルのタイミング、キャリア周波数、またはこれら両方をトラックすることが有益でありう
る。従来、ＵＥのタイミング・トラッキング・ループ（ＴＴＬ）および周波数トラッキン
グ・ループ（ＦＴＬ）は、サービス提供セルのタイミングおよび周波数を取得することを
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試みる。しかしながら、あるシナリオでは、ＵＥが、サービス提供セルのタイミング／周
波数、支配的な干渉元のタイミング／周波数、サービス提供セルとすべての干渉元とを含
むすべてのセルの、結合されたタイミング／周波数をトラックすることが有益でありうる
。利点は、例えば、干渉元のセルからの信号の改善された除去を含みうる。
【００３９】
　ＵＥが、単一のタイミング（サービス提供セルのタイミング、強い干渉元のタイミング
、または合成タイミング）をトラックすると、通常、ＵＥがトラックするタイミング（す
なわち、フレームのタイミング・アライメントに関するＵＥのタイミング、フレーム内の
サブフレーム、各サブフレーム内のＯＦＤＭシンボル）と、ＵＥがモニタしたい各セルの
タイミングとの間にギャップが存在する。例えば、図７に示すように、ＵＥ７０８がトラ
ックしているタイミングと、ｅノードＢ７０２、７０４、７０６のおのおののタイミング
との間にギャップが存在しうる。
【００４０】
　ここで示されたある態様によれば、ＵＥ７０８は、単一のシステム・タイミングおよび
／またはシステム周波数をトラックし、おのおののセルについて、セル毎のタイミングま
たは周波数のオフセットを推定しうる。システムのタイミングおよび／または周波数は、
（例えば、最も強い受信信号強度を持つ）単一のセルまたは複数のセルから導出されうる
。単純な例として、第１のセル（例えば、ｅノードＢ７０２を備えた「セルＡ」）は、２
ＧＨｚ＋１００Ｈｚの周波数を有し、第２のセル（ｅノードＢ７０４を備えた「セルＢ」
）は、２ＧＨｚ＋２００Ｈｚの周波数を有しうる。ＵＥ７０８が、２つのセルから同じよ
うな受信電力を認識するものと仮定すると、ＵＥは、２０ＧＨｚ＋１５０Ｈｚをトラック
することを望み、セルＡのセル毎周波数誤差を（２ＧＨｚ＋１５０Ｈｚのトラックされた
周波数に対して）－５０Ｈｚとして、セルＢのセル毎周波数誤差を＋５０Ｈｚとして決定
しうる。言い換えれば、この例では、ＵＥ７０８は、何れの特定のセルの周波数もトラッ
クしておらず、これら２つのセルの平均周波数をトラックしている。同様に、タイミング
・トラッキングの場合、ＵＥは、単一のセルのタイミングをトラックしうるか、または、
複数のセルのタイミングから導出された「合成」タイミングをトラックしうる。
【００４１】
　セルのセル毎タイミング・オフセットは、例えば、セル特有の基準信号（ＣＲＳ）、一
次同期信号（ＰＳＳ）、二次同期信号（ＳＳＳ）、またはサイクリック・プレフィクス（
ＣＰ）のような、セル（単数または複数）から送信された信号を用いて推定されうる。Ｕ
Ｅ７０８が適切な冗長ハードウェアを有すると仮定すると、セル毎のタイミング・オフセ
ットが、同時に推定されうる。あるいは、オフセットが、シーケンシャルに推定されうる
。セル毎のタイミング・オフセット推定値は、例えば、ＵＥと別のｅノードＢとの間のチ
ャネル推定精度を高めることによって、ＵＥ７０８のパフォーマンスを高めるために使用
されうる。１つの構成では、特定のタイミングを持つトラッキングが、セルからの信号を
合成することによって実行される。これら信号は、ＣＲＳトーン、ＰＳＳ、ＳＳＳ、また
はサイクリック・プレフィクスのうちの少なくとも１つを含む。１つの構成では、これら
信号は、これら信号の受信強度にしたがって合成されうる。
【００４２】
　前述したように、ＵＥ７０８が、単一のセル（サービス提供セルまたは強い干渉元）の
キャリア周波数（または、特定のキャリア周波数に対する周波数誤差）または合成周波数
オフセットをトラックすると、ＵＥ７０８がトラックするキャリア周波数（すなわち、Ｕ
Ｅが調節されるキャリア周波数誤差を含むキャリア周波数）と、ＵＥ７０８がモニタした
い各セルのキャリア周波数誤差との間にギャップが存在する。
【００４３】
　このため、ある態様によれば、ＵＥ７０８はさらに、各セルのセル毎周波数オフセット
を推定しうる。セルのセル毎周波数オフセットは、ＵＥがトラックしている（調節されて
いる）キャリア周波数（または周波数誤差）と、ＵＥ７０８がトラックしている特定のセ
ルの周波数誤差との間のオフセットである。セルのセル毎周波数オフセットはまた、セル
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から送信された信号（例えば、ＲＳトーン、ＰＳＳ、ＳＳＳ、サイクリック・プレフィク
ス等）を用いて推定されうる。セル毎周波数オフセット推定値はまた、ＵＥ７０８のパフ
ォーマンスを高めるためにも使用されうる。さらに、特定のキャリア周波数誤差をトラッ
クするために、セル毎のキャリア周波数誤差推定値が使用されうる。１つの構成では、特
定のキャリア周波数誤差をトラックすることは、複数のセルからの信号を合成することに
よって実行される。これら信号は、ＣＲＳトーン、ＰＳＳ、ＳＳＳ、またはサイクリック
・プレフィクスのうちの少なくとも１つを含んでいる。１つの構成では、これら信号は、
これら信号の受信強度にしたがって合成される。
【００４４】
　ある場合には、ＵＥ７０８がトラックしている（推定している）ものは、既知のキャリ
ア周波数値からのｅＮＢのキャリア周波数の偏差または誤差でありうる。例えば、キャリ
ア周波数が、セル獲得手順によってＵＥにおいて既知となる２ＧＨｚであると仮定する。
さらに、ｅノードＢ７０４の発振器が、２ＧＨｚ＋１００Ｈｚで動作しており、ｅノード
Ｂ７０４の発振器が、２ＧＨｚ＋２００Ｈｚで動作していると仮定する。この場合、中間
キャリア周波数誤差は１５０Ｈｚであり、ｅノードＢ７０４のキャリア周波数誤差は１０
０Ｈｚであり、ｅノードＢ７０６のキャリア周波数誤差は２００Ｈｚである。ＵＥ７０８
が、１５０Ｈｚである中間キャリア周波数誤差をトラックしていると仮定する。
【００４５】
このため、ｅノードＢ７０４の周波数オフセットは１００Ｈｚ－１５０Ｈｚであり、これ
は、－５０Ｈｚに等しい。そして、ｅノードＢ７０６の周波数オフセットは２００Ｈｚ－
１５０Ｈｚであり、これは、５０Ｈｚに等しい。
【００４６】
　セル毎のタイミング・オフセットは、おのおののセルのチャネルをより良好に推定する
ために使用されうる。なぜなら、セル毎のタイミングによって、ＵＥは、セルからチャネ
ル・タップを正確に位置決めできるようになるからである。例えば、ＵＥ７０８は、セル
毎のタイミングに基づいて、チャネル・タップ・トランケーション・ウィンドウを設定し
うる。すなわち、ＵＥ７０８は、ｅノードＢ７０２のタイミングに基づいて、第１のチャ
ネル・タップ・トランケーション・ウィンドウを、ｅノードＢ７０４のタイミングに基づ
いて、第２のチャネル・タップ・トランケーション・ウィンドウを、ｅノードＢ７０６の
タイミングに基づいて、第３のチャネル・タップ・トランケーション・ウィンドウを、設
定しうる。サービス提供セルの場合、チャネル推定が改善されると、ＵＥパフォーマンス
もダイレクトに改善される。干渉元のセルの場合、チャネル推定が改善されると、セルの
干渉除去が良好になされ、もって、ＵＥパフォーマンスが改善される。例えば、ｅノード
Ｂ７０２が、ＵＥ７０８のためのサービス提供セルであり、ｅノードＢ７０４およびｅノ
ードＢ７０６が、ＵＥ７０８にとって干渉元セルである場合、第１のチャネル・タップ・
トランケーション・ウィンドウが、改善されたサービス提供セル・チャネル推定を提供す
るだろう。さらに、第２および第３のチャネル・タップ・トランケーション・ウィンドウ
によって信号が処理されることにより、ｅノードＢ７０４とｅノードＢ７０６との間のチ
ャネル推定が改善されるだろう。この結果、良好な干渉除去が得られる。
【００４７】
　おのおののセルのチャネルを良好に推定するために、セル毎の周波数オフセットもまた
使用されうる。例えば、ＵＥ７０８は、セルからのＲＳにおける余剰周波数誤差を取り除
くことを助けるために、セルからのＲＳおよびチャネル推定に回転（すなわち、フェーズ
・シフト）を適用しうる。この回転量は、セルのためのセル毎の周波数オフセット推定値
に基づいて決定されうる。サービス提供セルの場合、チャネル推定が改善されると、ＵＥ
パフォーマンスもダイレクトに改善される。干渉元のセルの場合、チャネル推定が改善さ
れると、セルの干渉除去が良好になされ、もって、ＵＥパフォーマンスが改善される。
【００４８】
　図８は、セル毎のタイミング・オフセットを推定するための動作８００の例を例示する
。この動作８００は、ｅノードＢ７０２－７０６のためのセル毎のタイミング・オフセッ
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トを推定するために、例えば図７に示すＵＥ７０８のようなＵＥによって実行されうる。
【００４９】
　動作８００は、トラックのためのタイミング（例えば、特定のセル、または、複数のセ
ルの組み合わせのタイミング。上述したように、このタイミングは、最も強いセルから受
信した信号（ＣＲＳ等）から導出されるか、または、適切な平均化または重み付けを用い
て、複数のセルからの信号を結合することによって導出される）を推定することによって
、８０２において始まる。８０４では、すべてのセルについて、（ＵＥがトラックしてい
る前述したタイミングに対する）セル毎のタイミング・オフセットが決定される。８０６
では、複数のセルから受信した信号が、タイミング・オフセットに基づいて設定された１
または複数のチャネル・タップ・トランケーション・ウィンドウを用いて処理される。
【００５０】
　上述したように、セルのタイミング・オフセットは、一般に、セルのタイミングと、Ｕ
Ｅがトラックしているタイミングとの間の差を称する。ある態様によれば、チャネル・タ
ップ・トランケーション・ウィンドウが、セルのタイミング・オフセットに基づいて、そ
れぞれのセルについて設定されうる。ある態様によれば、セルのチャネル・タップ・トラ
ンケーション・ウィンドウによって、おのおののセルから、チャネルが推定されうる。こ
れら推定されたチャネルは、各セルから受信した信号を処理する際に利用されうる。
【００５１】
　図９は、セル毎の周波数オフセットを推定するための動作９００の例を例示する。動作
９００はまた、ｅノードＢ７０２－７０６のためのセル毎の周波数オフセットを推定する
ために、例えば図７に示すＵＥ７０８のようなＵＥによって実行されうる。
【００５２】
　動作９００は、９０２において、特定のセル、または、複数のセルの組み合わせの周波
数を推定することによって始まる。前述したように、この周波数は、最も強いセルから受
信した信号（ＣＲＳ等）から導出されるか、または、適切な平均化または重み付けを用い
て、複数のセルからの信号を結合することによって導出される。９０４では、すべてのセ
ルについて、（ＵＥがトラックしている前述したキャリア周波数に対する）セル毎の周波
数オフセットが決定される。９０６では、複数のセルから受信した信号が、セル毎の周波
数オフセットを用いて処理される。
【００５３】
　１つの構成では、トラックされる特定のキャリア周波数が、セル毎の周波数誤差推定値
の平均／中間に基づいて導出されうる。前述するように、セルの周波数オフセットは一般
に、セルのためのキャリア周波数（または周波数誤差）と、トラックされている特定のセ
ルとの間の差を称する。
【００５４】
　ある態様によれば、９０６の処理は、セル特有の基準信号における余剰周波数誤差を取
り除くために、セルのおのおのからのセル特有の基準信号にフェーズ・シフトを適用する
ことを含みうる。セルからのセル特有の基準信号におけるフェーズ・シフトは、このセル
について決定された周波数オフセットに応じて決定されうる。
【００５５】
　ある態様によれば、例えば、平均化に参加しているセルの受信信号強度にしたがって、
周波数および／またはタイミングのオフセット平均値が重み付けられうる。
【００５６】
　図１０は、典型的な装置１０００の機能を例示する概念ブロック図である。この装置１
０００は、特定のセルまたは複数のセルの組み合わせのタイミングを推定するモジュール
１００２と、複数のセルのうちのすべてのセルについて、ＵＥがトラックしているタイミ
ングに対するセル毎のタイミング・オフセットを決定するモジュール１００４と、セル毎
のタイミング・オフセットに基づいて１または複数のチャネル・タップ・トランケーショ
ン・ウィンドウを設定することによって、複数のセルから受信した信号を処理するモジュ
ール１００６とを含みうる。
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【００５７】
　モジュール１００２－１００６に加えて、あるいは、代替案として、装置１０００はま
た、複数のセルのすべてについて、ＵＥがトラックしているキャリア周波数に対するセル
毎の周波数オフセットを決定するモジュール１００８と、セル毎の周波数オフセットに基
づいて、複数のセルから受信した信号を処理するモジュール１０１０と、を含みうる。
【００５８】
　特定の構成によって、装置は、セル毎のタイミング・オフセット、セル毎の周波数オフ
セット、またはこれら両方を利用しうる。したがって、１つの構成では、装置１０００は
、モジュール１００２－１００６を含みうる。別の構成では、装置１０００は、モジュー
ル１００８－１０１２を含む。また別の構成では、装置１０００は、モジュール１００２
－１０１２を含みうる。
【００５９】
　１つの構成では、無線通信のための装置１０００は、図１０に示す機能を実行するため
の手段を含みうる。これら手段は、任意の適切な構成要素、または、これら構成要素の組
み合わせを備えうる。ある態様によれば、これら手段は、本明細書に記載された機能を実
行するように構成された、図１の処理システム１１４とともに実現される。
【００６０】
　協調マルチ・ポイント（ＣｏＭＰ：cooperative multi-point）システムでは、ＵＥに
向けられた信号が、（「ＣｏＭＰ送信ポイント」と呼ばれる）複数のセルから送信され、
無線で結合される。ある場合には、ＣｏＭＰ送信ポイントは、ＵＥに透過的でありうる。
これは、どのセルがＣｏＭＰ送信ポイントに相当するのかをＵＥが知らないことを意味す
る。ＣｏＭＰ送信ポイントの透過性は、特化されたＵＥ特有のＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）を用い
ることによって可能となりうる。
【００６１】
　図１１は、ＣｏＭＰシステムにおいてタイミング・オフセットを利用するための動作１
１００の例を例示する。この動作は、１１０２において、ＣｏＭＰセルを含む複数のセル
のうちの残りのセルについて、特定のセルのタイミングに対するセル毎のタイミング・オ
フセットを決定することによって始まる。例えば、これらセル毎のタイミング・オフセッ
トは、図８を参照して上述したようにして決定されうる。
【００６２】
　ＣｏＭＰチャネルを正確に推定するために、ＵＥは、ＣｏＭＰ送信ポイントにおいて、
セルのタイミングを認識しうる。１１０４で決定されたように、ＣｏＭＰ送信ポイントが
ＵＥに既知になれば、ＵＥは、１１０６において、これら既知のＣｏＭＰセルのタイミン
グ・オフセットを用いて、平均タイミング・オフセットを計算しうる。ＣｏＭＰ送信ポイ
ントがＵＥに既知ではない場合、ＵＥは、１１０８において、平均タイミング・オフセッ
トを計算する場合に、既知の非ＣｏＭＰセルのタイミング・オフセットを除外しうる。既
知の非ＣｏＭＰセルは、ＵＥのＣｏＭＰに参加することを許可されないあるセルを含みう
る。除外可能なセルの例は、ＵＥがアクセスを禁止されたセル（例えば、ＣＳＧセル）を
含みうる。
【００６３】
　ＵＥは、（既知のＣｏＭＰ送信ポイントのために計算された、および／または、既知の
非ＣｏＭＰ送信ポイントを除外することによって）決定された平均タイミング・オフセッ
トに基づいてチャネル・タップ・トランケーション・ウィンドウを設定しうる。
【００６４】
　例として、図７を参照して、ｅノードＢ７０２とｅノードＢ７０４とがＣｏＭＰ送信ポ
イントであり、ｅノードＢ７０６がＣｏＭＰ送信ポイントではないと仮定する。さらに、
ＵＥ７０８は、ｅノードＢ７０２とｅノードＢ７０４とがＣｏＭＰ送信ポイントであり、
ｅノードＢ７０６がＣｏＭＰ送信ポイントではないことを認識している。ＵＥ７０８は、
セル７０２、７０４、７０６のおのおののタイミング・オフセットを推定しうる。さらに
、ＵＥ７０８は、セルのサブセットの信号を結合することによって、ＣｏＭＰ送信ポイン
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ト７０２、７０４のタイミング・オフセットを決定しうる。ＵＥ７０８は、これらのセル
がＣｏＭＰ送信ポイントであることを認識しているので、これらのセルのセブセットは、
セル７０２、７０４を含む。どのセルがＣｏＭＰ送信ポイントであるかをＵＥ７０８が認
識していない場合、セルのサブセットは、ＣｏＭＰ送信ポイントであるべきであるとして
知られていないセルを除くすべてのセルを含みうる。ＵＥ７０８は、決定されたタイミン
グ・オフセットに基づいて、ＣｏＭＰチャネル推定のためのチャネル・タップ・トランケ
ーション・ウィンドウを設定しうる。ＣｏＭＰチャネル推定は、ＣｏＭＰ送信ポイント７
０２、７０４からのＵＥ特有の基準信号に基づく。
【００６５】
　ＣｏＭＰチャネルを正確に推定するために、ＵＥはさらに（あるいは、その代わりに）
ＣｏＭＰ送信ポイントにおいてセルの周波数オフセットを認識しうる。
【００６６】
　図１２は、ＣｏＭＰシステムにおいて周波数オフセットを利用するための動作１２００
の例を例示する。この動作は、１２０２において、ＣｏＭＰセルを含む複数のセルのうち
の残りのセルについて、特定のセルの周波数に対するセル毎の周波数オフセットを決定す
ることによって始まる。例えば、これらセル毎の周波数オフセットは、図９を参照して上
述したように決定されうる。
【００６７】
　ＣｏＭＰチャネルを正確に推定するために、ＵＥは、ＣｏＭＰ送信ポイントにおいてセ
ルの周波数を認識しうる。１２０４で決定されたように、ＣｏＭＰ送信ポイントがＵＥに
知られているのであれば、ＵＥは、１２０６において、これら既知のＣｏＭＰセルの周波
数オフセットを用いて平均周波数オフセットを計算しうる。ＣｏＭＰ送信ポイントがＵＥ
に知られていない場合、１２０８において、ＵＥは、平均周波数オフセットを計算する場
合に、既知の非ＣｏＭＰセルの周波数オフセットを除外しうる。
【００６８】
　ＵＥは、ＣｏＭＰ送信ポイント間での周波数誤差のインパクトを最小化するために、平
均周波数オフセットを使用しうる。例えば、ＵＥは、受信したＵＥ－ＲＳ信号に回転を適
用することにより、周波数誤差のインパクトを最小化することを試みうる。すなわち、Ｕ
Ｅは、ＵＥ特有の基準信号における余剰周波数誤差を最小化するために、ＣｏＭＰ送信ポ
イントからのＵＥ特有の基準信号に、フェーズ・シフトを適用しうる。ＵＥ特有の基準信
号に適用されたフェーズ・シフトは、決定された平均キャリア周波数オフセットに応じう
る。
【００６９】
　上述した方法のさまざまな動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の適切な
手段によって実行されうる。これら手段は、限定される訳ではないが、回路、特定用途向
け集積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含むさまざまなハードウェア構成要素およ
び／またはソフトウェア構成要素および／またはモジュールを含みうる。
【００７０】
　本開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、および回
路を、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）もしくはその他
のプログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ディスクリート・ゲートもしくはトランジス
タ・ロジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または本明細書で説明される機
能を実行するように設計されたその任意の組み合わせを用いて実施または実行することが
できる。汎用プロセッサは、マイクロ・プロセッサとすることができるが、代替案では、
プロセッサを、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または
順序回路とすることができる。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロ・プロセッサとの
組み合わせ、複数のマイクロ・プロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１または複数のマイク
ロ・プロセッサ、またはその他任意のこのような構成であるコンピューティング・デバイ
スの組み合わせとして実現されうる。
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【００７１】
　本開示に関連して記載される方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直
接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールで、あるいは、これら
の組み合わせで具体化されうる。ソフトウェア・モジュールは、当該技術分野において周
知のすべての形式の記憶媒体に常駐することができる。使用できる記憶媒体のいくつかの
例は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュ
メモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバ
ブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどを含む。ソフトウェア・モジュールは、単一の命令ま
たは複数の命令を備えることができ、複数の異なるコード・セグメント上で、異なるプロ
グラムの間で、および複数の記憶媒体にまたがって分散させることができる。記憶媒体を
、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込めるように、プロ
セッサに結合することができる。あるいは、この記憶媒体は、プロセッサに統合されうる
。
【００７２】
　本明細書で開示された方法は、説明された方法を達成するための１または複数のステッ
プまたは動作を備える。方法ステップおよび／または動作は、特許請求の範囲のスコープ
から逸脱せずに相互に置換することができる。言い換えると、ステップまたは動作の特定
の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび／または動作の順序および／また
は使用は、特許請求の範囲のスコープから逸脱せずに変更されうる。
【００７３】
　説明された機能を、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその任意の
組合せで実施することができる。ソフトウェアで実現される場合、これら機能は、コンピ
ュータ読取可能な媒体に、１または複数の命令群として格納される。記憶媒体は、コンピ
ュータによってアクセスされうる利用可能な任意の媒体である。例として、限定すること
なく、このようなコンピュータ読取可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ
－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気
記憶デバイス、あるいは、所望のプログラム・コード手段を命令群またはデータ構造の形
式で搬送または格納するために使用され、しかも、コンピュータによってアクセスされう
るその他任意の媒体を備えうる。本明細書で使用されるようなディスク（ｄｉｓｋおよび
ｄｉｓｃ）は、コンパクト・ディスク（ｄｉｓｃ）（ＣＤ）、レーザ・ディスク（ｄｉｓ
ｃ）、光ディスク（ｄｉｓｃ）、デジタル多用途ディスク（ｄｉｓｃ）（ＤＶＤ）、フロ
ッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）、およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
（ｄｉｓｃ）を含んでいる。ここで、ｄｉｓｋは通常、データを磁気的に再生する一方、
ｄｉｓｃは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。
【００７４】
　例えば、このようなデバイスを、本明細書で説明した方法を実行するための手段の継承
を容易にするためにサーバに結合することができる。代替案では、本明細書で説明される
さまざまな方法を、記憶手段（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクト・ディスク（ＣＤ）
またはフロッピー・ディスクなどの物理記憶媒体など）を介して提供することができ、ユ
ーザ端末および／または基地局が、記憶手段をデバイスに結合するか提供するときにさま
ざまな方法を入手することができる。さらに、本明細書で説明された方法および技法をデ
バイスに提供するために、その他任意の適切な技法を利用することができる。
【００７５】
　特許請求の範囲は、上述した正確な構成および構成要素に限定されないことを理解され
たい。さまざまな修正、変更、および変形を、特許請求の範囲のスコープから逸脱せずに
、前述した方法および装置の構成、動作、および詳細において実施することができる。
【００７６】
　前述したものは、本開示の態様に向けられているが、これら開示のその他およびさらな
る態様が、本願の基本的な範囲から逸脱することなく考案され、この範囲は、以下に示す
特許請求の範囲によって決定される。
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　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］ユーザ機器（ＵＥ）による無線通信の方法であって、
　システム・タイミングを推定することと、ここで、前記推定されるシステム・タイミン
グは、１または複数のセルのタイミングから導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたシステム・タイミングに対するタイミング・オフ
セットを決定することと、
　前記タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーショ
ン・ウィンドウを用いて、前記複数のセルから受信した信号を処理することと、を備える
方法。
［２］前記システム・タイミングを推定することは、セル特有の基準信号、一次同期信号
、二次同期信号、またはサイクリック・プレフィクスのうちの少なくとも１つを備える、
受信した信号を用いて実行される、［１］に記載の方法。
［３］前記受信した信号は、特定のセルから受信した信号を備える、［２］に記載の方法
。
［４］前記特定のセルは、１または複数の基準信号について、最も強い受信信号強度を持
つセルを備える、［３］に記載の方法。
［５］前記受信した信号は、複数のセルからの信号の組み合わせを備える、［２］に記載
の方法。
［６］前記複数のセルのすべてまたはサブセットは、前記ＵＥへの協調マルチ・ポイント
（ＣｏＭＰ：cooperative multi-point）送信に参加することができる、［１］に記載の
方法。
［７］前記処理することは、
　前記決定されたタイミング・オフセットのうちの１または複数から、平均タイミング・
オフセットを決定することと、
　前記平均タイミング・オフセットに基づいて、チャネル・タップ・トランケーション・
ウィンドウを設定することと、を備える［６］に記載の方法。
［８］前記平均タイミング・オフセットを決定することは、ＣｏＭＰ送信に参加できると
して知られているセルのタイミング・オフセットを利用することを備える、［７］に記載
の方法。
［９］前記平均タイミング・オフセットを決定することは、ＣｏＭＰ送信に参加できない
として知られている１または複数のセルのタイミング・オフセットを除外することを備え
る、［７］に記載の方法。
［１０］前記平均タイミング・オフセットを決定することは、受信信号強度にしたがって
重み付けられた平均を計算することを備える、［７］に記載の方法。
［１１］ユーザ機器（ＵＥ）による無線通信の方法であって、
　キャリア周波数を推定することと、ここで、前記推定されるキャリア周波数は、１また
は複数のセルの周波数から導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたキャリア周波数に対する周波数オフセットを決定
することと、
　前記周波数オフセットのうちの１または複数に基づいて、前記複数のセルから受信した
信号を処理することと、を備える方法。
［１２］前記キャリア周波数を推定することは、セル特有の基準信号、一次同期信号、二
次同期信号、またはサイクリック・プレフィクスのうちの少なくとも１つを備える、受信
した信号を用いて実行される、［１１］に記載の方法。
［１３］前記受信した信号は、特定のセルから受信した信号を備える、［１２］に記載の
方法。
［１４］前記特定のセルは、１または複数の基準信号について、最も強い受信信号強度を
持つセルを備える、［１３］に記載の方法。
［１５］前記受信した信号は、複数のセルからの信号の組み合わせを備える、［１４］に
記載の方法。
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［１６］前記複数のセルのすべてまたはサブセットは、前記ＵＥへの協調マルチ・ポイン
ト（ＣｏＭＰ：cooperative multi-point）送信に参加することができる、［１１］に記
載の方法。
［１７］前記処理することは、
　前記決定された周波数オフセットのうちの１または複数から、平均周波数オフセットを
決定することと、
　前記平均周波数オフセットに基づいて、ＣｏＭＰ送信ポイントから受信した信号を処理
することと、を備える［１６］に記載の方法。
［１８］前記平均周波数オフセットを決定することは、ＣｏＭＰ送信に参加できるとして
知られているセルの周波数オフセットを利用することを備える、［１７］に記載の方法。
［１９］前記平均周波数オフセットを決定することは、ＣｏＭＰ送信に参加できないとし
て知られている１または複数のセルの周波数オフセットを利用することを備える、［１７
］に記載の方法。
［２０］前記平均周波数オフセットを決定することは、受信信号強度にしたがって重み付
けられた平均を計算することを備える、［１７］に記載の方法。
［２１］前記複数のセルのうちの少なくとも１つからのセル特有の基準信号にフェーズ・
シフトを適用することをさらに備え、
　前記フェーズ・シフトは、前記複数のセルのうちの少なくとも１つについて決定された
周波数オフセットに応じる、［１４］に記載の方法。
［２２］無線通信のための装置であって、
　システム・タイミングを推定する手段と、ここで、前記推定されるシステム・タイミン
グは、１または複数のセルのタイミングから導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたシステム・タイミングに対するタイミング・オフ
セットを決定する手段と、
　前記タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーショ
ン・ウィンドウを用いて、前記複数のセルから受信した信号を処理する手段と、を備える
装置。
［２３］前記システム・タイミングを推定する手段は、セル特有の基準信号、一次同期信
号、二次同期信号、またはサイクリック・プレフィクスのうちの少なくとも１つを備える
、受信した信号を利用する、［２２］に記載の装置。
［２４］前記受信した信号は、特定のセルから受信した信号を備える、［２３］に記載の
装置。
［２５］前記特定のセルは、１または複数の基準信号について、最も強い受信信号強度を
持つセルを備える、［２４］に記載の装置。
［２６］前記受信した信号は、複数のセルからの信号の組み合わせを備える、［２３］に
記載の装置。
［２７］前記複数のセルのすべてまたはサブセットは、前記ＵＥへの協調マルチ・ポイン
ト（ＣｏＭＰ：cooperative multi-point）送信に参加することができる、［２４］に記
載の装置。
［２８］前記処理する手段は、
　前記決定されたタイミング・オフセットのうちの１または複数から、平均タイミング・
オフセットを決定する手段と、
　前記平均タイミング・オフセットに基づいて、チャネル・タップ・トランケーション・
ウィンドウを設定する手段と、を備える［２７］に記載の装置。
［２９］前記平均タイミング・オフセットを決定する手段は、ＣｏＭＰ送信に参加できる
として知られているセルのタイミング・オフセットを利用する手段を備える、［２８］に
記載の装置。
［３０］前記平均タイミング・オフセットを決定する手段は、ＣｏＭＰ送信に参加できな
いとして知られている１または複数のセルのタイミング・オフセットを除外する手段を備
える、［２８］に記載の装置。



(19) JP 6456988 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

［３１］前記平均タイミング・オフセットを決定する手段は、受信信号強度にしたがって
重み付けられた平均を計算する手段を備える、［２８］に記載の装置。
［３２］ユーザ機器（ＵＥ）による無線通信の装置であって、
　キャリア周波数を推定する手段と、ここで、前記推定されるキャリア周波数は、１また
は複数のセルの周波数から導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたキャリア周波数に対する周波数オフセットを決定
する手段と、
　前記周波数オフセットのうちの１または複数に基づいて、前記複数のセルから受信した
信号を処理する手段と、を備える装置。
［３３］前記キャリア周波数を推定する手段は、セル特有の基準信号、一次同期信号、二
次同期信号、またはサイクリック・プレフィクスのうちの少なくとも１つを備える、受信
した信号を利用する、［３２］に記載の装置。
［３４］前記受信した信号は、特定のセルから受信した信号を備える、［３３］に記載の
装置。
［３５］前記特定のセルは、１または複数の基準信号について、最も強い受信信号強度を
持つセルを備える、［３４］に記載の装置。
［３６］前記受信した信号は、複数のセルからの信号の組み合わせを備える、［３５］に
記載の装置。
［３７］前記複数のセルのすべてまたはサブセットは、前記ＵＥへの協調マルチ・ポイン
ト（ＣｏＭＰ：cooperative multi-point）送信に参加することができる、［３２］に記
載の装置。
［３８］前記処理する手段は、
　前記決定された周波数オフセットのうちの１または複数から、平均周波数オフセットを
決定する手段と、
　前記平均周波数オフセットに基づいて、ＣｏＭＰ送信ポイントから受信した信号を処理
する手段と、を備える［３７］に記載の装置。
［３９］前記平均周波数オフセットを決定する手段は、ＣｏＭＰ送信に参加できるとして
知られているセルの周波数オフセットを利用する手段を備える、［３８］に記載の装置。
［４０］前記平均周波数オフセットを決定する手段は、ＣｏＭＰ送信に参加できないとし
て知られている１または複数のセルの周波数オフセットを利用する手段を備える、［３８
］に記載の装置。
［４１］前記平均周波数オフセットを決定する手段は、受信信号強度にしたがって重み付
けられた平均を計算する手段を備える、［３８］に記載の装置。
［４２］前記複数のセルのうちの少なくとも１つからのセル特有の基準信号にフェーズ・
シフトを適用する手段をさらに備え、
　前記フェーズ・シフトは、前記複数のセルのうちの少なくとも１つについて決定された
周波数オフセットに応じる、［３５］に記載の装置。
［４３］無線通信のための装置であって、
　システム・タイミングを推定し、ここで、前記推定されるシステム・タイミングは、１
または複数のセルのタイミングから導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたシステム・タイミングに対するタイミング・オフ
セットを決定し、
　前記タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーショ
ン・ウィンドウを用いて、前記複数のセルから受信した信号を処理する、ように構成され
た少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと、を備える装置。
［４４］無線通信のための装置であって、
　キャリア周波数を推定し、ここで、前記推定されるキャリア周波数は、１または複数の
セルの周波数から導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたキャリア周波数に対する周波数オフセットを決定
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し、
　前記周波数オフセットのうちの１または複数に基づいて、前記複数のセルから受信した
信号を処理する、ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと、を備える装置。
［４５］システム・タイミングを推定し、ここで、前記推定されるシステム・タイミング
は、１または複数のセルのタイミングから導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたシステム・タイミングに対するタイミング・オフ
セットを決定し、
　前記タイミング・オフセットに基づいて設定されたチャネル・タップ・トランケーショ
ン・ウィンドウを用いて、前記複数のセルから受信した信号を処理する、ために、プロセ
ッサによって実行されることが可能な格納された命令群のセットを有するコンピュータ読
取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品。
［４６］キャリア周波数を推定し、ここで、前記推定されるキャリア周波数は、１または
複数のセルの周波数から導出される、
　複数のセルについて、前記推定されたキャリア周波数に対する周波数オフセットを決定
し、
　前記周波数オフセットのうちの１または複数に基づいて、前記複数のセルから受信した
信号を処理する、ために、プロセッサによって実行されることが可能な格納された命令群
のセットを有するコンピュータ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品
。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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